第６２回柏市新春マラソン実施要項
１ 趣旨
広く市民，参加者の間にスポーツを普及し市民，参加者の健康増進と体力向上を図り，スポーツを通して
ふるさと柏の輪を広げ，市民や参加者の生活を豊かにしようとするもの
２ 主催
柏市，一般社団法人柏市スポーツ協会
３ 主管
柏市新春マラソン実行委員会
（一般社団法人柏市スポーツ協会・柏市スポーツ推進委員協議会・千葉県小中体連柏支部・柏市陸上
競技協会・柏市スポーツ少年団・柏市内高等学校スポーツ連絡協議会）
４ 後援
柏市教育委員会
５ 協力
積水化学女子陸上競技部（セキスイフェアリーズ）
みずほフィナンシャルグループ・柏市立柏高等学校・県立柏中央高等学校
６ 期日
令和５年１月１５日（日）（小雨決行・荒天中止）
実施態度決定 当日午前６時３０分 柏市市民生活部スポーツ課ツイッター
柏市スポーツ協会ホームページ，フェイスブックに掲載
７ 受付時間
種
目
受 付 時 間
高校，一般５㎞の部（男子・女子）
８：５０～９：２０
小学生の部（男子・女子）団体戦を
９：３５～１０：０５
含む
ファミリーの部
９：５０～１０：２０
中学生の部（男子・女子）
１０：２０～１０：５０
高校，一般１０㎞の部（男子）
１０：３０～１１：１５
高校，一般１０㎞の部（女子）
１０：３０～１１：１５
８ コース
千葉県立柏の葉公園総合競技場・柏の葉公園内周回コース
９ 開会式
午前９時00分から（約２０分間）
１０ 種目・参加料
№

種

目

(1)

ファミリーの部

(2)

小学生の部
（男子・女子）

(3)

中学生の部
（男子・女子）

(4)

一般５㎞の部
（男子・女子）

部

門

家族（２名以上）
小学４年生
小学５年生
小学６年生
中学１年生
中学２・３年生
高校生
３４歳以下
３５～４９歳
５０～５９歳
60歳以上

距

離
2㎞

参 加 料
一人につき
２名まで1組 ２，０００円
３人目から1人 １，０００円

2㎞

1人 ７００円
団体戦を兼ねる

３㎞

1人 ７００円
１人 １，４００円

５㎞

１人 ２，５００円

№

(5)

種

目

一般１０㎞の部
（男子・女子）

部

門

高校生
３４歳以下
３５～４９歳
５０～５９歳
６０歳以上

距

離

１０㎞

参 加 料
一人につき
１人 １，４００円
１人 ２，５００円

小学生の部に団体戦を設ける
(1) 各団体男女別とし、複数チームの申し込みも可
(2) 編成に学年は問わない。また複数の所属団体，小学校等の編成も可
(3) 団体のエントリーは３名とする
(4) 団体に申し込んだ場合、自動的に学年別にエントリーされる
(5) 得点は学年別でなく総合の順位が得点となる
(6) 得点は３名のゴール順位を合計し、得点の少ないチームより順位をつける
１位１点
２位２点
３位３点・・・・・
(7) ３人の合計得点が同点の場合、上位入賞者のいるチームが上位の順位とする
(8) 団体に登録したランナーが不参加もしくは途中棄権し3名に満たないチームは棄権とする。ただし，
完走したランナーの個人成績はいき、学年別表彰の対象となる
(9) 表彰は男女別に６位まで表彰する
(10) 団体にエントリーしたランナーも個人の記録により学年別個人表彰がある
(11) 団体の申し込みは、専用の申込書により申し込む 団体申込には、記載責任者名を明記する
1１ スタート予定時刻
(1) 高校，一般男子・女子（５㎞）９：30
(2) 小学生男子（２km）１０：１５ 小学生女子（２km）１０：１６ （団体戦を含む）
(3) ファミリー（２km）１０：３０
(4) 中学生男子（３km）１１：００ 中学生女子（３km）１１：０１
(5) 高校，一般男子・女子（１０㎞）１１：２５
※招集終了時刻はスタート予定時刻の１０分前までとする
1２ 参加資格
柏市民，県内他市町村，県外からも参加可
1３ タイム測定
コンピュータによる自動記録システム（ただし，記録はグロスタイム）
1４ 表彰
・各部門とも１位から６位 １位から３位には表彰式で賞状とメダルを授与，４位から６位までは賞状
を授与 ただし，ファミリーの部は賞状のみ
・小学生の部，団体は男女別に１位から３位まで賞状とメダルを授与し，４位から６位までは賞状
1５ 参加賞
参加賞(オリジナルタオル)，第６２回記念品(６０回記念大会中止のため)，スポーツドリンク，記録入
り完走証
1６ 申し込みについて
期間 令和４年１０月３日（月）～１１月３０日（水）
ＱＲコード⇒
(1) 参加申込書（払込取扱票）による申し込み
参加申込書（払込取扱票）に必要事項を記入の上，参加料を添えて郵便局またはゆうちょ銀行に申し込
む また，払込み手数料は各個人にて負担のこと
※参加申込書は柏市役所本庁受付（2箇所）・柏市市民生活部スポーツ課・柏市役所沼南庁舎受付，市内
各体育施設，各近隣センター，郵便局またはゆうちょ銀行，柏市スポーツ協会事務局に用意
(2) インターネット（ＲＵＮＴＥＳ） による申し込み
※エントリー手数料4,000円まで2２０円（税込）4,001円以上5.５％
・インターネット及びＱＲコードによる申し込みは，期日までに現金を振り込まないと無効になる

(3)学校，クラブ等の団体による一括申し込みも可能
※申込書は柏市スポーツ協会ホームページから書式をダウンロードし，下記までメールで申しこむ
・団体戦の申し込みも専用の申込書をダウンロードし，メールで申し込む
柏市スポーツ協会（担当：瀧田，上坂，野邊，田中）
メールアドレス kashiwataikyo@gmail.com
１７ 特別企画について
ファミリーの部にて，地元ホームタウンチーム（積水化学女子陸上競技部・セキスイフェアリーズ）
の選手又はコーチと小学生が２人１組で走ることができます。
・申し込み期間：１０月３日（月）～１１月４日（金）（当日消印有効）
・申し込み方法：往復はがきの往信部分に「ホームタウンチームと一緒に走ろう希望」と明記し保護者
の住所，氏名，連絡先と参加者本人の氏名（ふりがな），性別，所属名（学校名），学年または年齢を
記入し下記まで郵送。
・申し込み先：〒277-0004 柏市柏下７３ 柏市スポーツ協会 新春マラソン担当宛
・対象：柏市内在住，在学の小学生
・定員：２～３名（予定），応募者多数の場合は抽選
・参加費：１，０００円 大会当日，参加通知書を合わせて総合案内所にて支払い。
１８ 問い合わせ先
一般社団法人柏市スポーツ協会 ℡０４-７１９２-８４１１
（火，木，金午前９時から午後５時まで）
１９ 注意事項
(1) 競技の運営上各種目制限時間を設ける。また制限時間を超過したランナーは走路員の指示に従う。
・高校，一般男子・女子（５ｋｍ）
１０：１３
・小学生男子・女子（２ｋｍ）
１０：２８
・ファミリー（２ｋｍ）
１０：５８
・中学生男子・女子（３ｋｍ）
１１：２３
・高校，一般男子・女子（１０ｋｍ） １２：４５
(2) 審判長，および医師の判断によりランナーの走行を中断させることがある。
(3) 参加者は，申込み後に郵送される「ナンバーカード，健康観察票」を当日持参し，受付に提出する。
(4) 健康観察票の提出により，会場に入場許可の「リストバンド」と記念品を受け取る。
(5) ナンバーカード，計測チップを忘れた場合，氏名を確認し自己負担で再発行する。
(6) 参加の有無（及び大会中止）にかかわらず，払い込んだ参加料は，返却しない。
(7) 大会中止，および参加できなかった場合は令和５年１月１６日（月）～２月２４日（金）までの間
（但し，土・日・祝日は除く）に下記の場所で参加賞をナンバーカード確認し交換することができる。
・柏市市民生活部スポーツ課（月～金：午前８時３０分から午後５時１５分まで）
・柏市スポーツ協会事務局（火，木，金：午前９時から午後５時まで）
・柏市中央体育館事務所（午前９時から午後５時まで）
(8) ファミリーの部は，家族一緒にゴールが原則。また，ベビーカーでの出走は認めない。
(9) 主催者は，傷病や紛失，その他の事故に際し，応急処置を除いて一切の責任を負わない。なお，主
催者において行事参加者傷害保険に加入する。
(10) 申し込み期間外の受付はできない。期間外に申し込みされた場合は手数料を差し引いた額を返金す
る。
(11) 転居等により住所が変更された場合は必ず登録住所を新規住所に変更して登録する。
(12) ファミリーの部は代表者以外に，同伴者１名～４名までの登録が必要
(13) 携帯（スマホ等）で撮影しながらのレース参加は，他の参加者に危険を及ぼすため禁止する。また
ドローン等による空中撮影も同様に禁止する。
(14) 新型コロナウイルス感染症の対策は，日本陸上競技連盟（ＪＡＡＦ）の開催ガイダンスに従い，実
施する。
・ランナー及び運営スタッフの健康状態の確認や密閉・密集・密接の回避など，新型コロナウイルス
感染症対策を講じた上で実施する。（別紙健康観察表・同意書の提出）
(15) 健康観察表・同意書はランナー受付所に提出し，参加賞，リストバンドと引き換える。
・リストバンド未装着者は会場に入場できない。

２０ 特別企画
(1) ファミリーの部に，地元ホームタウンチーム（積水化学女子陸上競技部・セキスイフェアリーズ）
の選手又はコーチと小学生が2人1組で走る。（2～３名を予定）
(2) 積水化学女子陸上競技部（セキスイフェアリーズ）と一緒に参加希望する参加者の募集は別枠で募
集し，申込者多数の場合は抽選とする。
(3) 参加者は柏市内在住，在学の小学生に限る。
(4) 参加料は返信された通知書とファミリーの部の1人分の料金（1,０00円）を当日総合案内所に持参
する。
２１ 交通
(1) 柏駅西口の東武バス２番乗り場よりバスで２０分
（柏の葉公園・東大前・税関研修所バス停下車）
(2) 東武アーバンパークライン（東武野田線） 江戸川台駅より徒歩２０分
(3) つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス駅より徒歩２０分
２２ 個人情報の取り扱い
(1) 大会プログラムに氏名，所属名（学校名）を掲載
(2) 大会前及び大会後に氏名・所属名（学校名）・記録を実行委員会（柏市スポーツ協会・柏市市民生
活部スポーツ課）ホームページに掲載
(3) 報道各社の取材時における氏名・所属名（学校名）・記録・写真の掲載
(4) 次大会のポスター，プログラム，申込チラシ等に氏名・記録・写真の掲載
(5) 申し込み時に実行委員会が知りえた参加者の個人情報は，上記以外に利用されない。

種

目

受付時刻

招集終了時刻 スタート予定時刻

制限時間

高校，一般男子・女子（５㎞）

８：５０～ ９：２０

9：20

9：30

10：13

小学生男子（２km）

団体戦

９：３５～１０：０５

10：05

10：15

10：28

小学生女子（２km）

を含む

９：３５～１０：０５

10：05

10：16

10：28

ファミリー（２km）

９：５０～１０：２０

10：20

10：30

10：58

中学生男子（３km）

１０：２０～１０：５０

10：50

11：00

11：23

中学生女子（３km）

１０：２０～１０：５０

10：50

11：01

11：23

高校，一般男子・女子（１０㎞）

１０：３０～１１：１５

11：15

11：25

12：45

